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サルビアと大山（秋）
・撮影：本名

あ

い

さ

つ
務局業務は、山名あいさんに担当して頂いておりま
す。前任者からの引継ぎもスムーズに進み、事務は
円滑に行われております。
ところで、鳥取大学農学部では2021年に創立100
周年記念事業が予定されています。100周年記念事
業の内容は、現在農学部の方で検討作業が行われて
おりますが、同窓会としましても、農学部と密接に
連携を諮りながら、100周年記念事業の実施を支援
していくことにしております。会員の皆様方にもご
支援・ご協力をお願いすることになると思います
が、その節にはどうかよろしくお願いいたします。
最後になりましたが、農学部同窓会の今後ますま
すの発展と、会員皆様方のご健勝とご活躍を祈念い
たしまして、会長の挨拶とさせていただきます。

農学部同窓会会長

林

隆

俊正

敏

会長に就任してから二期目に入り、今年で４年目
を迎えます。会員の皆様方には、平素より農学部同
窓会の運営に多大のご協力・ご支援を頂き感謝を申
し上げます。今年５月には、平成から「令和」へと
新しい時代を迎えました。第二期目も残り１年をき
りましたが、新しい時代の到来のもとで皆様の期待
に沿うことが出来るよう、引き続き同窓会の運営に
努力していく所存です。
山陰地方の冬は、雪が積もるというイメージがあ
りますが、今年は珍しく鳥取市内では殆ど積雪があ
りませんでした。一方、日本列島では、昨年７月に
は西日本豪雨による被害、本年９月には台風15号に
よる甚大な被害が首都圏・近県に発生し交通機関の
大混乱が生じました。被災された方々には、心から
お見舞い申し上げます。
先にお知らせしたように、昨年度から同窓会の事
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酒井氏の家臣で、明治維新の時に貴族になった藩主
と東京に出て来たそうです。西日本では中島はふつ
う「なかしま」と濁らないのですが、姫路出身の中
島がなぜ「なかじま」と濁るのか？酒井氏はもとも
と前橋藩主だったことからわかりました。さらに驚
いたのは、私の曽祖父が姫路藩士の時に鳥取藩から
嫁をもらったという事実でした。縁もゆかりもない
と思っていた鳥取でしたが、実は私の８分の１は鳥
取の血が流れていることになります。
鳥取に助手で着任してから助教授、教授になり、
助手の時に１年間、助教授の時に３ヶ月間海外で研
究もし、農学部の副学部長、学部長、大学の理事・
副学長も経験しました。いろいろな時代にいろいろ
な立場から、鳥取大学を見、また農学部を見ること
ができ、いろいろな立場から学生と、教職員と接す
ることができました。この経験はこれから学長を務
める上で必ず生きると考えています。
私の目指す鳥取大学像は、（１）学生が卒業終了
時に成長を実感し、鳥取大学で学んで良かったと思
える大学（２）学生、教職員を大事にする大学（３）
社会から、地域から必要とされる大学です。理事に
なり学長になって強く感じたことは、これまでの学
生や教職員が積み上げて来た農学部を始めとする鳥
取大学の歴史や伝統の重みです。これらを大切にし
て、その上で新しい形も導入しながら次の世代に
しっかり伝えていきます。農学部同窓会の皆様に
は、これからも鳥取大学の活動にご理解とご協力ご
支援をよろしくお願い申し上げます。

学長あいさつ
鳥取大学長

中

島

葊

光

この４月に第13代鳥取大学長に就任しました中島
です。林眞二先生以来、24年ぶりの農学部出身の学
長だそうですが、林眞二先生は「梨の神様」、私は、
「ただのカビの研究者」で、神様と比べられるだけ
で小恥ずかしい思いをしております。また、鳥取大
学農学部は来年、創立100周年を迎えますが、この
ような大きな節目の年に学長が農学部出身者である
ことに運命のようなものを感じています。
私は昭和28年に東京都台東区谷中で生まれまし
た。27歳の時に博士号を取得したと同時に、鳥取大
学農学部農芸化学科応用微生物学研究室の助手とし
て赴任してきました。大学院の時の研究テーマは植
物ホルモンでしたが、鳥取大学で初めてカビと出会
い、その後30年余りカビの天然物化学的な研究を続
けることになります。
鳥取には高校３年生の春休みに、周遊券を購入し
てぶらりと山陰一人旅で来たのが初めです。鳥取砂
丘や浦富海岸に行き、途中で親しくなった大学生と
浜村温泉に泊まりました。それから９年後に鳥取大
学に就職するとは当時、夢にも思っていませんでし
た。ところが、自分のルーツを調べると、姫路藩の

担当いたします。このように、歴代の農学部長や教
員が鳥取大学の管理運営に中心的な貢献をしている
事を、誇らしく思う次第でございます。
次に、農学部における近況についてご報告しま
す。教育においては、ローカル教育とグローバル教
育を展開し、幅広い視野を身に付ける教育を積極的
に進めています。一方、研究では、地域に密着した
研究活動を積極的に進めてきました。農学部では強
みを維持発展させるために、平成29年度から本学部
の「生物資源環境学科」を「生命環境農学科」へと改
組いたしました。学生のニーズに沿った教育体制を
整える事ならびに時代に即した教育を進めるべく、
新たな組織で活動を展開しております。その生命環
境農学科の学生が１～３年生を占めるようになり、
新体制での教育環境が着実に定着しつつあるところ
であります。一方、共同獣医学科では、平成25年度
から高度で体系的な獣医学教育を行うため、岐阜大
学との共同で共同獣医学科を設置しコアカリキュラ
ムに準じた教育を進めており、平成30年度末には第

農学部長あいさつ
農 学 部 長
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農学部同窓会の皆様におかれましては、益々ご清
栄のこととお慶び申し上げます。本年度より農学部
長を務めることになりました霜村でございます。微
力ではありますが、農学部の発展のために努力して
いく所存でございます。
さて、本年度より農学部出身の教員が大学運営に
深く携わるようになりましたので紹介致します。ま
ず、第十三代の学長として、元農学部長の中島葊光
教授が、そして、理事（教育担当、国際交流担当）
には、前農学部長の田村文男教授（ A昭57年卒）が
就任しています。また、副学長には、山口武視教授
（ A昭58年卒）、および、安延久美教授が引き続き
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開催、さらには記念となる建物の建築等を日夜検討し
ている所でございます。本事業を滞りなく遂行するに
あたり、同窓会会員の皆様の貴重なご支援をお願い
したく存じます。何卒、鳥取大学農学部に対する熱
い母校愛をお願い申し上げます。同窓会の会員はもと
より、在校生や今後卒業する卒業生の母校愛が育ま
れる記念の事業にしたいと切に願っております。

１期生が卒業するに至っています。
皆さんご存知の通り、鳥取大学農学部の歴史は、
1920年に端を発し、百周年の節目を迎えようとして
います。その百周年記念を迎えるに当たり、同窓会
関係者と記念式典等の準備を進めているところでご
ざいます。
（記念事業は2021年に実施予定です）その
百周年の事業としては、記念本の発行、記念式典の

役

員

会

平成30・31年度中間事業報告

２．会報発行

告

（５）卒業式援助
卒業式（平成31年３月18日）に卒業生へ軽食（サ
ンドウィッチと飲み物）を提供。
（６）卒業生への記念品贈呈
卒業生にはバスタオルと菓子、優秀学生（学長表
彰）にはiPodを贈呈。
（７）学部優秀学生（在学生）への記念品贈呈
学部優秀学生表彰式（平成30年６月25日）で、優
秀学生に図書カードを贈呈。
つぎに、平成30・31年度中間会計報告が行われ（別
資料参照）、審議の結果、中間事業報告、中間会計
報告ともに承認されました。
なお、役員会終了後には懇親会が開催され、出席
者は飲食をしながら、近況報告や昔の思い出話等で
盛り上がりました。

（能美 誠・B昭55年卒）

令和元年６月17日（月）18時30分より、白兎会館
において、33名の参加者のもと、同窓会役員会を開
催しました。会議では、林会長の挨拶および霜村農
学部長の挨拶のあと、まず平成30・31年度中間事業
報告が行われました。事業内容は以下の通りです。
（１）定期総会
平成30年６月30日（土） 午前11時～
〔場所：白兎会館〕
（２）会報発行
第39号（平成30年10月）
第40号（平成31年３月）
（３）支部活動等
支部総会：合計12支部
クラス会：合計4クラス
（４）慶弔事
祝 電：１件
弔 電：４件

１．定期総会

報

平成31年３月31日

平成30年６月30日（土）11時より
白兎会館
第39号…平成30年10月
第40号…平成31年３月

４．慶弔事
［祝電］作野 友康氏（Ｆ昭和37年）
［弔電］幅田信一郎氏（Ａ昭和48年）
今滝 憲哉氏（Ｖ昭和36年）
中野 省三氏（Ｖ昭和34年）
渥美美喜雄氏（Ｖ昭和35年）
５．卒業式援助 平成31年３月18日
６．卒業生へ記念品贈呈 平成30年度
優秀学生（学長表彰）へ記念品贈呈 平成30年度
７．在学生へ学部優秀学生記念品贈呈
平成30年６月25日
８．
「農学部100周年記念事業準備委員会」設立
９．その他

３．支部活動等
［支部総会］12支部
北海道支部（Ｈ30.６）関 東 支 部（Ｈ30.７）
石川県支部（Ｈ30.７）福岡県支部（Ｈ30.９）
熊本県支部（Ｈ30.10）福井県支部（Ｈ30.10）
愛知県支部（Ｈ30.10）香川県支部（Ｈ30.11）
富山県支部（Ｈ30.11）沖縄県支部（Ｈ30.11）
島根県支部（Ｈ30.12）静岡県支部（Ｈ31.１）
［クラス会］４クラス
Ｅ昭和37年卒 Ｂ昭和53年卒 Ａ昭和51年入
Ｃ昭和40年入
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平成30・31年度一般会計報告（中間）
収入の部

予算額
731,583
2,300,000
26,966,000
2,417
30,000,000

収入済額
731,583
1,315,000
13,357,800
77
15,404,460

差引残額

0
△ 985,000
△ 13,608,200
△ 2,340
△ 14,595,540

備

（円）

考

平成30年度（263件）
一 般 1,567,800（145件）
新入生 11,790,000（262件）



科
目
前 年 度 繰 越 金
入
会
金
会
費
預
金
利
息
合
計

平成31年３月31日

支出の部
科

（円）
目

予算額
支出済額
差引残額
事
務
費
200,000
55,829
144,171
通 信 運 搬 費
400,000
151,379
248,621
会
議
費
700,000
409,441
290,559
旅
費
2,000,000
963,916
1,036,084
支 部 援 助 金
1,500,000
450,000
1,050,000
賃
金
6,000,000
2,800,000
3,200,000
会 報 発 行 費
7,500,000
4,135,978
3,364,022
慶
弔
費
100,000
21,706
78,294
卒 業 援 助 金
1,400,000
632,610
767,390
総
会
費
700,000
388,659
311,341
支 部 強 化 費
1,400,000
747,640
652,360
広 報 記 録 費
1,000,000
565,935
434,065
記
念
品
費
2,500,000
1,136,376
1,363,624
学科コース援助金
700,000
200,000
500,000
備
品
費
100,000
6,960
93,040
名
簿
代
1,500,000
810,000
690,000
退 職 積 立 金
100,000
50,000
50,000
終身会費積立金
2,000,000
0
2,000,000
会 費 返 金 分
0
270,000
△ 270,000
予
備
費
200,000
0
200,000
合
計
30,000,000
13,796,429
16,203,571
収入済額 15,404,460円 － 支出済額 13,796,429円 ＝ 1,608,031円

備
考
事務用品、コピー代等
電話、郵送、手数料等
幹事会、役員会
支部総会出席旅費
支部総会、クラス会
賃金（２名）、事務謝金
第39、40号
祝電、弔電料等
平成31年3月18日
平成30年6月30日
総会・支部総会出席旅費
就職ガイダンス、入会案内等
卒業生、優秀学生記念品
２コース（＠100,000）
事務用備品
新入生買取分
平成30年度分
退学者（６名）

平成30・31年度特別会計報告（中間）
（１）基本財産
科
目
前年度繰越金
預 金 利 息
合
計

（円） （３）退職積立金
予 算 額
12,232,690
2,310
12,235,000

収入済額
12,232,690
1,621
12,234,311

備
考
定期預金

収入済額
77,075,019
0
11,357
77,086,376

備
考
定期預金

（２）終身会費積立金
科
目
前年度繰越金
一般会計より
預 金 利 息
合
計

平成31年３月31日

予 算 額
77,075,019
2,000,000
24,981
79,100,000

（円）

農学部附属動物医療センター

科
目
前年度繰越金
一般会計より
預 金 利 息
合
計

（円）

予 算 額

0
100,000
10
100,010

収入済額

0
50,000
0
50,000

備
考
定期預金
平成30年度

に戻ってまいりました。現在は動物医療センターで
の診療業務を主たる仕事としながら、明日の獣医療
をより良くすることを目標に掲げ学生教育や研究活
動にも邁進しております。浅学非才の私ではありま
すが、皆様のご指導ご鞭撻のもと精進する所存でご
ざいます。
今後とも何卒よろしくお願い申しあげます。

●特命助教 天羽 隆男（V平23年卒）
平成31年４月より動物医療センターに着任いたし
ました天羽隆男と申します。鳥取大学を卒業してか
らの８年間は小動物臨床に従事しておりました。獣
医療の発展に寄与したいとの思いから今春より母校
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コーストピックス
の近況についてご報告致します。まず、教員の移動
がございました。平成17年４月入学の本コース第１
期生から13年間に渡り、菌類遺伝資源学分野の教育
研究にご尽力いただきました松本晃幸教授（ C昭52
年卒）が平成31年３月31日付けで定年退職されまし
た。現在の本コースの担当教員は、明石欣也教授（分
子細胞生物学）、會見忠則教授（微生物資源学）、遠
藤直樹助教（菌類分類生態学）、岡真理子准教授（植
物環境生理学）、上中弘典准教授（植物分子生物学）、
早乙女梢准教授（菌類系統学）、霜村典宏教授（ A昭
62年卒：菌類育種栽培学）、田中裕之准教授（ M平
８年修了：植物遺伝学）、中桐昭教授（菌類多様性
学）、前川二太郎教授（ A昭53年卒：菌類分類学）の
10名で、本コース最後の学生（４年生）の教育研究
指導を行なっています。なお、平成29年度の改組に
よりスタートしています新コースでは、明石教授、
岡准教授、上中准教授は農芸化学コースに、會見教
授、遠藤助教、早乙女准教授、霜村教授、田中准教
授、中桐教授、前川は植物菌類生産科学コースにそ
れぞれ所属し、新コースの学生の教育に取り組んで
います。
喜ばしい報告として、霜村教授が平成30年９月に
日本きのこ学会賞を、遠藤助教が令和元年５月に日
本菌学会奨励賞をそれぞれ受賞されました。両先生
の今後の研究の一層の発展が期待されるところであ
ります。また、本年４月より、霜村教授は学部長に、
會見教授は副学部長に就任され、農学部の運営に多
忙な日々を送っておられます。
同窓生の皆様には、これまでに多大なご支援を賜
りましたことに対して厚くお礼申し上げます。ま
た、共に学んだ植物菌類資源科学コースが無くなる
のを寂しく思われる方も多いかと存じますが、新
コースにつきましても引き続きご支援とご協力の程
よろしくお願い申し上げます。
（前川二太郎・A昭53年卒）

生物資源環境学科
生物生産科学コース
同窓会員の皆様におかれましては、益々ご健勝に
てご活躍のこととお慶び申し上げます。令和という
新たな時代が始まりましたが、一方では今年も全国
各地で自然災害が多発しました。被害に遭われた皆
様には心よりお見舞い申し上げます。
本コースの近況についてご報告いたします。まず
は教員の異動ですが、６年の長きに渡り農学部長・
農学研究科長を務められた田村文男教授（果樹園芸
学、A昭57年卒）が今年度より理事（教育担当、国
際交流担当）・副学長に就かれました。ご多忙では
ありますが、引き続き学生の研究指導にご協力頂い
ております。山口武視教授（作物管理学、A昭58年
卒）は副学長（周年事業担当、学生支援・学友会担
当）に加え、学生支援センター長、附属フィールド
サイエンスセンター長、コース代表も務められ、多
忙を極めておられます。東政明教授（昆虫機能学）
は今年度から鳥取大学大学院連合農学研究科の研究
科長に就かれました。その他、野波和好准教授（農
業生産工学、E昭60年卒）、中秀司准教授（昆虫制御
学）、森本英嗣准教授（生物生産システム工学）、近
藤謙介講師（施設園芸学、N平10年卒）、大﨑久美子
講師（植物病害制御学、N平13年卒）、竹村圭弘講師
（園芸生産学、M平20年修了）、佐久間俊助教（植物
育種学）、そして小職、辻 渉（作物生産学、N平12
年卒）の計11名に加え、連合農学研究科専任教員の
児玉基一朗教授（植物病理学）にも学生指導にご協
力頂きながら教育・研究に取り組んでおります。
平成29年度の学科改組により生物生産科学コース
としては最後の年度になりましたが、４年生37名が
卒業論文研究に精力的に取り組んでおります。来年
度からは東教授と中准教授は「農芸化学コース」に、
それ以外の９名は「植物菌類生産科学コース」に完
全に移ることになりますが、農学科から受け継いで
きた「オリザ会」も可能な限り存続させていきたい
と考えております。今後も本コースの精神である「現
場主義」を掲げながら、「役に立つ」人材を社会に出
すべく、教員一丸となって充実した教育・研究を目
指して参ります。農学部同窓生の皆様には引き続き
ご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
（辻
渉・N平12年卒）

生命・食機能科学コース
同窓会員の皆様におかれましては、益々ご健勝で
ご活躍のこととお慶び申し上げます。平成29年度の
学科改組により教育体制と陣容が大きく変わって
おり、本年度が生命・食機能科学コースのコース
トピックスを執筆する最終年度になります。生命・
食機能科学コースには学部4年生35名が在籍してお
り、ほぼ全員が就職や進学などが決定し、現在それ
ぞれの卒業論文の完成を目指して日々研究に励んで
います。今後、それぞれの目標に向かって努力して
いく上で、卒業論文研究をはじめ大学生活で培った
様々な経験が活かされるものと思います。

植物菌類資源科学コース
同窓会の皆様におかれましては、益々ご健勝のこ
ととお喜び申し上げます。植物菌類資源科学コース
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里地里山コースへ、農業土木系教員は国際乾燥地農
学コースへと別れていますが、今後も充実した研究
教育体制を目指して参りますので、同窓会員の皆様
のお力添えを賜りますよう、何卒よろしくお願い申
し上げます。
（兵頭 正浩・Bs平16年卒）

教育体制をご報告いたします。今年度は有馬二朗
教授（生命機能化学）が生命・食機能科学コースの
コース代表をお務めになられ、有終の美を飾るべく
益々ご多用な日々を送られております。そして、渡
邉文雄教授（食品科学）、河野強教授（生物有機化
学）、石原亨教授（天然物化学）、一柳剛教授（有機
化学）、藪田行哲准教授（栄養科学）、岩崎崇准教授
（生体制御化学）、上野琴巳講師（生物活性化学）、
小職、美藤友博（助教、食品機能学）の９名体制で、
優秀な学生を育成するため日々奮闘しております。
現在は生命・食機能科学コースの全教員は農芸化
学コースの教員として一歩を踏み出しております。
新・旧コースの同時並行の教育研究活動は複雑なと
ころがあり、学生に迷惑をかけている部分もあろう
かと思いますが、生命・食機能科学コースの教員は
一丸となり、学生と共に成長していく精神は変わっ
ておりません。最後まで教員と学生が一緒になって
充実した教育の場を作るために精進いたします。同
窓会員の皆様には、今後ともご支援を賜りますよう
何卒よろしくお願い申し上げます。
（美藤 友博・N平20年卒）

フードシステム科学コース

同窓生の皆様方、お元気でご活躍のことと存じま
す。現在、フードシステム科学コースでは、４名の
教員が教育、研究、地域貢献、学内の管理運営等の
仕事に当たっています。コース担当の教員数は昨年
度の６名から４名に減少しました。
まず、会計・経営システム学分野教授の古塚秀夫
先生は定年により2019年３月に鳥取大学を退職され
ました。古塚先生は、1992年に当時の農林総合科学
科経営管理学講座に赴任されて以来、27年間にわ
たって簿記・会計学や経営学の教育、シイタケ栽培
経営や簿記様式等の研究に従事されてきました。ま
た、学科長、副学長等の要職も歴任され、農学部や
鳥取大学の管理運営にも多大な貢献をされました。
2019年３月23日（土）14：30～16：00に農学部大講
環境共生科学コース
義室で「農業簿記会計と私」というタイトルで最終
同窓会員の皆様におかれましては益々ご清祥のこ 講義が行われ、110名を超える方々が聴講されまし
ととお慶び申し上げます。環境共生科学コースとし た。また、同日の18時～ホテルモナーク鳥取におい
ての活動は、最終年度を迎えました。８年前に母校 て、86名（古塚先生および協力学生・院生を含める
の鳥取大学に着任し、環境共生科学コースは林学系 と92名）の方々のご出席をいただいて、記念祝賀会
と農業土木系の分野を学べるということで新鮮さを が盛会に行われました。なお、古塚先生は、2019年
感じたことを思い出します。本コースのキーワード 4月からは岡山市にある就実大学経営学部の教授と
として、「里山から里海まで」を掲げ、コース教員 して、引き続き教鞭をとられています。
つぎに、食・農・環境の法社会学分野准教授の片
が一体となり、研究や教育に邁進して参りました。
これまでご支援を賜りましたこと心より感謝申し上 野洋平先生も2019年４月から明治大学農学部食料環
境政策学科に転任されました。片野先生は2008年４
げます。
最終年度の教員体制は、大住克博教授（森林利用 月に講師として鳥取大学農学部に赴任されて以来、
システム学）、日置佳之教授（生態工学）、長澤良太 11年間にわたって、食品安全論、社会と法、社会科
教授（景観生態学）、猪迫耕二教授（水土環境保全学： 学の理論と方法、等の授業を担当されるとともに、
学科長）、緒方英彦教授（農業造構学）、芳賀弘和准 空き家をはじめとする放置財の管理に関する研究に
教授（緑地防災学）、藤本高明准教授（環境木材利用 従事してこられました。
また、フードシステム科学コースの事務を4年余
学）、清水克之准教授（水利用学）、齋藤忠臣准教授
（地圏環境保全学）、岩永史子講師（ N平14年卒、樹 りにわたって担当していただきました中島美鶴さん
木生理学）、芳賀大地助教（森林経営学）、兵頭正浩 （農学部農業経営学科卒業生）も、2019年３月をもっ
准教授（ Bs平16年卒、施設環境材料学）です。吉岡 て退職されました。以上３名の教職員の皆様のこれ
有美助教（水圏環境科学）は転出され、現在は島根 までのご尽力に、心から御礼申し上げる次第です。
ところで、2019年度のフードシステム科学コース
大学でご活躍されております。
社会から求められるニーズは多様化しており、こ 学生は４年次学生のみとなりました。また、フードシ
れまでの古典的な学問分野だけでなくIoTを活用し ステム科学コースにおける学生と教員の親睦組織で
た研究活動も増えてきております。まさに、古きを あった「いなば会」も、コース再編成や会員のいなば
温めて新しきを知るといった言葉が綺麗に当てはま 会に対する意識の変化等の事情により、2019年２月13
る昨今と感じている次第です。仕事上でお困りのこ 日（水）の総会とそれに引き続いて行われた懇親会を
とがございましたら、遠慮なくご相談いただければ もって活動を終了し、閉会しました。卒業生の皆様方
と思います。平成29年度の改組から、林学系教員は のなかには、残念な思いを抱かれる方も多いかと思い
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ますが、ご了解いただければ有難い次第です。
最後に、現在の教員構成はつぎの通りです。
食環境経済分析学分野
：能美 誠 教授
消費者行動学分野
：松田敏信 教授
農業経営学分野
：松村一善 教授
流通情報解析学分野
：万 里 准教授

（能美 誠・B昭55年卒）

共 同 獣 医 学 科
同窓会員の皆様におかれましては、ますますご健
勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます。共同獣
医学科の近況をお知らせいたします。
共同獣医学科が発足して６年が経過し、本年３月
には共同獣医学科から初めての卒業生が巣立ちまし
た。今後、様々な分野で活躍してくれることを期待
しております。同窓の皆様にはお世話になることも
多いと思いますが、新たな卒業生のご指導をよろし
くお願いいたします。また、共同獣医学科の卒業生
のなかで進学希望者への受け皿として、本年４月に
大学院共同獣医学研究科共同獣医学専攻（博士課程）
が設置されました。この共同獣医学専攻には、家畜
衛生・公衆衛生スペシャリスト、One Healthスペ
シャリスト、難病治療・創薬スペシャリストの３科
目群があり、各分野における専門家養成を目指して
います。初年の令和元年度には鳥取大学に７名の大
学院生が入学しました。今後、研究活動が益々発展
することを祈っております。
また、学科の教員組織につきましては、共同獣医
学科長に太田利男教授（獣医薬理学）が再任され、学
科の運営に多忙な日々を過ごしておられます。学科
内の人事異動では、附属動物医療センター特命助教
として天羽隆男先生が平成31年４月１日付けで着任
されました。現在の共同獣医学科の教員は34名、附
属動物医療センター専任教員３名となっています。
今後とも、益々充実した獣医学教育を目指して教
員一同努力してまいりますので、同窓会員の皆様方
のご支援とご協力を賜りますよう、お願い申し上げ
ます。

（竹内 崇・V昭61年卒）

国際乾燥地科学コース

同窓会員の皆様におかれましては、益々、ご健勝
でご活躍中のことと、お慶び申し上げます。
現在、本コース最終年度の所属学生として、４年
生28名が在籍しております。３年生以下は、新しい
教育コース『国際乾燥地農学コース』となり、所属教
員は全員そのまま『国際乾燥地農学コース』に所属し
ます。３年生の分野分属が10月に行われましたが、
各分野では、旧コースと新コースの学生が入り交
じって研究活動を行っています。実践農学コース砂
地・乾地農学サブコースから発した乾燥地に特化し
た教育コースが発展し続けていることは、これまで
の同窓の皆様のご尽力であることと感謝致します。
今年度は、引き続き、売り手市場が続いており、
４年生のほとんどが早めに就職活動を終え、卒業論
文などに取り組み、充実した学生生活最後の年を
送っています。それぞれ、実習、留学、勉学、研究
に励むことにより、新たな課題発見をし、さらなる
飛躍を目指して努力を続けております。今後、それ
ぞれの目標に向かって努力していく上で、これらの
経験が活かされるものと思います。また、修士学生
２名がヨルダンと中国で、それぞれ１年間の研究生
活を行っていましたが、10月に帰国しました。海外
経験を糧にし、鳥取での学生生活や研究生活を再始
動しています。
フィールドサイエンスセンター
アスレス先生（国際農業普及学）が、４月に育児
休暇より復帰され、英語による専門教育を再開され
FSCは農地や森林などのフィールドを活用した教
ました。学生も積極的にアスレス先生とコミュニ 育と研究を高度に実践すること、さらに農学部にお
ケーションをとろうと、頑張っている姿が見られて ける総合的なフィールド科学および学術研究の情報
います。安延久美先生（国際農業開発学）は、引き 発信基地としての機能を担うことを目的として設置
続き、副学長（国際交流推進担当）として益々ご多 されています。組織としては、普及企画部門、生物
用な日々を送られています。そして、山本定博先生 生産部門および森林部門の３部門で構成されていま
（環境土壌学：C昭58年卒）、山田智先生（植物栄養 す。普及企画部門は、今年４月からセンター長を務
学）、西原英治先生（乾燥地作物栽培学：M平９年 める山口武視教授（ A昭58年卒）と野波和好准教授
修了）、衣笠利彦先生（乾燥地緑化保全学）、遠藤（乾 （ E昭60年卒）、生物生産部門は近藤謙介講師（ N平
燥地環境資源学：N平４年卒）の７名の教員体制で 10年卒）、森林部門は大住克博教授（森林利用学、
教育や研究活動を精力的に行っています。
2020年３月定年退職予定）が所属しています。しか
末筆になりますが、今後とも、同窓の皆様のお力 しながら、平成17年度（ 2005年度）に改組後14年が
添えをお願いしたいと思います。何卒よろしくお願 経過したことで、部門の役割の見直しと生命環境農
い致します。
学科の改組に伴うカリキュラムに対応した実習体系

（遠藤 常嘉・N平４年卒） の見直しが必要となりました。そこで、学びのキャ
ンパスに隣接した農場と特色ある教育研究林という
地の利を生かしたフィールド教育と研究をより一
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層充実させるために、令和２年度（ 2020年度）に、 す。今後とも農学部同窓生の皆様方のご支援とご協
フィールド教育部門、フィールド活用部門、森林管 力をお願い申し上げます。
（センター長 菱沼 貢）
理部門の３部門に改組することにしました。各部門 
の新たな役割は来年の会報でお伝えすることにしま
菌類きのこ遺伝資源研究センター
す。近年、国立大学法人の財政状況は非常に厳しく、
農学部同窓会の皆様におかれましては、ますます
フィールドサイエンスセンターの経費も削られてい
るため、教育環境の維持、農場、教育研究林の施設 ご健勝のこととお慶び申し上げます。2005年（平17
の老朽化対策に苦心しているところです。このよう 年）の開設から数えて14年目を迎えた菌類きのこ遺
な状況でも、教員４名はフィールドを活用した研究 伝資源研究センターの近況を報告します。本年３
活動を活発に行い、技術職員（湖山・大塚農場９名、 月にはセンター開設当初から研究、教育そして運
蒜山の森２名）が高い技能を発揮して収益の向上を 営に貢献されてきた松本晃幸教授（ C昭52年卒）が
目指しております。ジャガイモ、サツマイモ、黒ダ 定年退職を迎えられました。先生は現在も研究員
イズのエダマメなどの収穫体験イベント、毎年恒例 として農学部にて研究をなさっておられます。次
のFSCあぐりスクールや森林教室など、地域社会と に受賞の報告です。霜村典宏教授（ A昭62年卒）が
の交流も積極的に推進しています。今後とも同窓会 「外生菌根菌ショウロの人工栽培に関する研究」に
より日本きのこ学会の学会賞を受賞されました。ま
員の皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
（センター長 山口 武視・A昭58年卒） た石原亨教授、大㟢久美子講師（ N平13年卒）が、
「きのこ抽出物ライブラリーを活用したシワタケ
動物医療センター
からの植物生長調節活性物質の単離および同定」に
農学部同窓会の皆様におかれましては、益々ご健 より植物化学調節学会の企業推薦賞を受賞されま
勝のことと存じます。農学部附属動物医療センター した。さらに石原亨教授は「 Induced phenylamide
accumulation in response to pathogen infection and
の近況をご報告いたします。
令和元年９月１日現在の臨床獣医学講座の教員 hormone treatment in rice (Oryza sativa )」の題目
は、内科学：日笠喜朗 教授、原田和記 准教授（Ｖ でBioscience, Biotechnology 、and Biochemistry論
平15年卒）、辻野 久美子 講師、外科学：岡本芳晴 文賞も受賞されました。これまでセンターで行われ
教授、大﨑智弘 准教授、神経病・腫瘍学：岡本芳 た研究成果に上記成果をあわせ「きのこ資源を活用
晴 教授（兼任）、伊藤典彦 准教授（兼任）、東 和 して健康で安全な社会をつくる」というテーマで文
生 准教授（Ｖ平22年卒）、繁殖学：菱沼 貢 教授、 部科学省情報ひろばにて本年度の９月から12月まで
展示・紹介しております。
（９月現在）現在のセンター
西村 亮 助教（Ｖ平25年卒）、臨床検査学：竹内
崇 教授（Ｖ昭61年卒）、井口愛子 講師（Ｖ平23年卒）、 教員構成は次の通りで、５研究部門13名体制で研究
画像診断学：今川智敬 教授、柄 武志 准教授、村 に取り組んでおります。遺伝資源多様性研究部門［前
端悠介 助教（Ｖ平22年卒）、センター専任教員：伊 川二太郎教授（ A昭53年卒）、遠藤直樹助教］、遺伝
藤典彦 准教授、山下真路 特命助教（Ｖ平25年卒）に 資源評価保存研究部門［中桐昭教授、早乙女梢准教
加えて、４月からセンター専任教員に天羽隆男 特 授］、有用きのこ栽培研究部門［霜村典宏教授、會
命助教（Ｖ平23年卒）が加わり、計16名となりまし 見忠則教授（兼務）］、新機能開発研究部門［太田利
た。この他に、センターのスタッフとして動物看護 男教授（兼務）、北村直樹准教授（兼務）、高橋賢次
師３名、動物看護師補助１名、事務職員３名が勤務 准教授（兼務）］および物質活用研究部門［渡邉文雄
教授（兼務）、石原亨教授（兼務）、一柳剛教授（兼務）、
しています。
昨年度（平成30年度）のセンターの診療件数は 大﨑久美子講師（兼務）］。皆様ご存じのとおり大学
2,714頭、収入額は9,278万円でした（平成29年度は 運営経費が削減され続けており、当センターにおい
診療件数2,839頭、収入額8,847万円）。昨年度は、Ｘ ても保有する約1,650種、8,900株の遺伝資源の保存
線撮影装置、高圧蒸気滅菌器等を更新しました。今 維持管理が厳しい状況になっております。我々セン
ター教員は一丸となり、先人の努力の結晶である貴
年度は、動物用細径内視鏡等を導入しています。
教育面では、獣医学共用試験（コンピュータを使 重な菌類きのこ遺伝資源を守り、さらに発展できる
用した選択試験 vetCBTと臨床実技試験 vetOSCE） よう大学、学部の支援を得ながら努力して参りま
に合格した学生（全員合格）が、昨年度は Student す。同窓生の皆様には、引き続きご支援、ご協力を
Doctor として総合参加型臨床実習に参加しまし 賜りますようよろしくお願い申し上げます。
（センター長 一柳 剛）
た。これらの教育活動により、広い視野に立って人 
と動物の架け橋となる人材を輩出することは、獣医
学教育に携わる者の責務であると感じており、卒業
生の皆様のご協力・ご援助が不可欠と思っておりま
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に時間割を編成し、授業の連続性や継続性を確保し
ています。また、両大学の学生が一体感を醸成でき
るような学生移動型授業の綿密な準備や段取り等も
行います。また、授業法を検証し、より良い共同教
育法の研究成果や提案を積極的に学内外に発信、提
供していくこともセンターの役割であると考えてお
ります。
平成31年３月には、最初の卒業生を送り出しまし
た。共同獣医学科が発足して以来蓄積してきた評価
の結果をもとに、新しい獣医学教育を展開すべく、
現在カリキュラムの改定作業を行っています。
本センターは両大学が展開する共同獣医学教育を
円滑に実施し、両大学の学生や教員を有機的に結束
させる役割をこれからも担っていきます。変化し続
ける共同獣医学科の教育を、本センターが陰ながら
支えて参ります。今後も引き続き注視していただけ
れば幸いです。

（センター長 保坂 善真）

鳥由来人獣共通感染症疫学研究センター
本学農学部附属鳥由来人獣共通感染症疫学研究セ
ンター（ Avian Zoonosis Research Center：AZRC）
は今年、開設13年目を迎えております。
平成30年１月11日、香川県の養鶏場におきまし
て、高病原性鳥インフルエンザが発生しました。本
発生は前年３月24日に宮城県および千葉県の採卵鶏
飼養農場での発生以来、約１年ぶりのことでした。
野鳥では、平成29年11月に島根県宍道湖の水禽類、
翌年１月には東京都の野鳥で、また３月には兵庫県
のハシブトガラスで同じ高病原性鳥インフルエンザ
の感染が確認されましたが、前のシーズンと比較し
ますと、限定された地域での発生でした。しかし、
世界的には、本病は中国や欧州をはじめ、多くの
国々で流行が繰り返されており、中国で人への感染
を続けているH7N9亜型も含め、近年、ますます多
様化の様相をみせています。
当センターは設置当初から、農林水産省および環
境省との連携のもと、本病に対する国内の疫学調査
と防疫対応に貢献してまいりました。特に平成30年
度からは、高病原性鳥インフルエンザの国内流行予
測のため、農水省戦略的プロジェクト「家畜の伝染
病の国内侵入と野生動物由来リスクの管理技術の開
発」を、また、環境研究総合推進費「希少鳥類にお
ける鳥インフルエンザウイルス感染対策の確立」に
おきまして、鳥インフルエンザウイルスの効率的
サーベイランスシステムの開発と希少鳥類への感染
源となる水鳥の感受性評価を実施しております。さ
らに国外におきましても、日本医療研究開発機構
（ AMED）のもとで、感染症研究国際展開戦略プロ
グラム（J−GRID）
「ベトナムにおける包括的な鳥イ
ンフルエンザ研究」を今年度も継続して実施してお
ります。
これからも本センターは国内唯一の鳥類感染症の
専門機関として鳥由来人獣共通感染症の制圧に向
け、スタッフ一同、尚一層精進して参りますので、
引き続き関係の皆様のご支援・ご協力を賜りますよ
う、何卒宜しくお願い申し上げます。

（センター長 伊藤 壽啓）

乾燥地研究センター
同窓生の皆様、こんにちは。今回は、乾燥地研究
センターに2018年４月より講師として採用された石
井孝佳（ Ba平20年卒）が担当します。私は鳥取大学
に学部学生、修士、そして博士と計９年間お世話に
なりました。縁あって、現在も鳥取大学のお世話に
なっています。よろしくお願いします。これまで
は、2013年に１年ほど乾燥地研究センターで研究を
行った後、ドイツ（ IPK研究所）に５年ほど博士研
究員として働いていました。私が鳥取を離れていた
５年間のうちに乾燥地研究センターは大きく変わっ
たと感じます。以前も外国人研究員の方や教員の方
は多数いらっしゃいましたが、現在13人の外国人職
員（特命・客員教授/研究員）の方がいらっしゃいま
す。さらに、外国人の博士・修士学生（ 30人中23人
は留学生）の数を合わせると、乾燥地研究センター
で働いている外国人の方は日本人の数よりも多いの
かもしれません。
鳥取大学の先生方で、乾燥地×温暖化プロジェク
ト（2017-2021）、限界地プロジェクトⅡ（2019-2021）
のような様々な分野の専門家が参加したプロジェク
トが進められています。乾燥地での農業問題を解決
するという理念の下、それぞれ個人の持つ専門性を
光らせるプロジェクトです。
持続可能な農業システムの構築が世界的な問題と
なっています。鳥取大学乾燥地研究センターの存在
感はさらに大きくなってくると考えています。
これからも、皆さまからの本センターに対する、
ご支援、ご指導をどうぞよろしくお願いいたします。

（石井 孝佳・Ba平20年卒）

共同獣医学教育開発推進センター
平成25年４月に始まった共同獣医学教育も今年で
７年目を迎えました。４年間にわたって実施した“連
携”教育をじっくりと検証して始められた“共同”教
育で、「鳥取・岐阜両大学の教育力と研究力を集結
させ、共同教育を推進していく」というミッション
を達成するために、本センターは設置されました。
同じカリキュラムで、獣医学の授業を円滑に進める
ためには、様々な調整や工夫が必要です。本セン
ターは遠隔講義システムを効率的に稼働できるよう
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関東支部

支部だより

宮本

直彦（E昭58年卒）

富山県支部
川嶋

芳明（Ｂ昭55年卒）

富山県支部総会は、平成30年11月17日（土）に、
宮本丈士支部長（Ｂ昭44年卒）の地元・砺波市の「幸
ずし」において、本部から能美 誠先生（Ｂ昭55年
卒）をお迎えして、２年ぶりに開催しました。
当日は、支部会員14名のほか、故九澤清久さん（Ｋ
昭23年卒）の娘さんや、長谷川和久さん（Ｃ昭40年
卒）の奥様にもご主人と一緒に参加いただき、賑や
かな会となりました。
宮本支部長の開会挨拶の後、支部長の改選が行わ
れ、次期支部長には小倉俊明さん（Ｆ昭47年卒）が
選任されました。その後、能美先生から学科の再編、
学部100周年記念事業への準備など大学の近況につ
いて報告をいただき、熊西忠郎さん（Ｖ昭38年卒）
の乾杯で懇談に移り、お土産の「強力」を酌み交わ
しながら、時間を忘れ楽しいひとときを過ごしまし
た。
席上、県議会議員の向栄一朗さん（Ｆ昭50年卒）
から今期をもって引退する旨の報告があり、驚きと
ともに惜しむ声が多く聞かれました。
本支部の会員数は、現在79名ですが、同窓会の参
加者が少ないなか、今回、若い嶌田嵩久さん（ V平
30年卒）が出席され嬉しく思っています。今後、若
い方も気軽に参加できるよう工夫したいと考えてい
ます。
新元号「令和」の出典である万葉集を編纂した大
伴家持は、越中、因幡の国守でもありました。改め
て、鳥取との繋がりを感じ、想いを馳せています。
最後になりましたが、農学部同窓会のますますの
ご発展をお祈りしますとともに、ご支援いただきま
したことに心から感謝申し上げます。
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今年度の関東支部の総会・懇談会は、令和元年７
月５日（金）に、鳥取より来賓の竹内教授（Ｖ昭61
年卒）をお迎えし開催しました。会員の出席者は37
名で、私が会長を仰せつかった平成27年度以降で最
多の出席者となりましたが、今年還暦の私が若手に
入る現状は変わらず、平成卒世代の出席者数を増や
すことが課題となっています。
山本正之監事（ C昭44年卒）が辞任され、新たな
監事を内田裕士様（Ａ昭49年卒）にお願いすること
になりました。山本様には長年にわたりご尽力いた
だきました。ありがとうございました。
来年度の総会・懇談会は、７月４日（土）の昼、
11時30分からの開催が決まっております。是非ご出
席下さい。
毎回ご案内しておりますが、前年度以前の未納年
会費は請求いたしませんので、今年度の「総会・懇
親会のご案内」が届かなかった方、あるいは転勤等で
関東地区に転居された方で参加を希望される方は、
後述のメールアドレスまで、
（奮って？安心して？）
ご連絡下さい。→naohiko38mo10@docomo.ne.jp
また、
「Facebook」に「鳥取大学農学部関東同窓会」
のグループを作成しております。
「鳥取大学農学部
関東同窓会」で検索いただき、『参加リクエスト』を
いただければ幸いに存じます。

静岡県支部
岩崎

克己（Ａ昭57年卒）

静岡県支部の総会と懇親会は、例年１月の第一土
曜日に静岡市内のホテルで開催しています。今年は
１月５日の土曜日、正月気分もそのままに常連の皆
様が集まりました。
名簿には180名ほどの会員が名を連ねています

農学部同窓会会報（41号）
近藤先生からは、大学の近況等ご報告いただき、
が、ここ数年は参加人数が25名前後となっていま
す。平成25年度から会長に就任された永井正支部長 また会員からの質問にも丁寧にお答えいただき皆感
（Ａ昭50年卒）が、手を尽くして新会員の発掘、勧 謝いたしております。
総会の後、正木勝さん（Ｅ昭28年卒）の乾杯を合
誘に努めていただいておりますが参加人数はなかな
図に懇親会がはじまりました。参加人数が少なかっ
か増えません。
今年は、農学科が幹事となり、同窓会本部からは たのが幸？いろんなお話をみんなで沢山できまし
常任幹事の近藤謙介先生（フィールドサイエンスセ た。いつもの「強力」の勢いもお借りしてあっとい
ンター・N平10年卒）にお越しいただきました。先 う間の２時間でした。
最後になりましたが、この場をお借りして全国の
生のお骨折りで、本県出身の現役学生が２名参加し
会員のみなさんのますますのご活躍をお祈り申し上
てくれました。
総会では、会務（事業及び収支決算）報告に続き、 げます。
近藤先生から母校の最近の研究活動の様子などを伺 （鳥和会の皆さん ! ! 次は是非参加してください ! ! ! ）
いながら、懐かしい鳥取の情景に思いを馳せました。
総会後の懇親会では、全員が恒例の近況報告を行
島根県支部
い、ひとしきり健康自慢や趣味の話で盛り上がり、
加地 紀之（Ｖ平７年卒）
本部からいただいた銘酒「強力」の勢いも加わって、
いつものとおり楽しくにぎやかな宴になりました。
懇親会の締めは、長谷川剛司副支部長（Ｆ昭58年
卒）の音頭で、これまた恒例の「貝殻節」を大合唱し、
再会を期して和やかに閉会となりました。
最後になりましたが、鳥取大学農学部の更なる発
展と会員皆様のますますのご健康、ご活躍をお祈り
いたします。
平成30年12月８日、
「松江ニューアーバンホテル」
で、会員42名が参加の下、島根県支部総会を開催し
西村 直己（Ｖ昭53年卒） ました。大学から近藤謙介講師（フィールドサイエ
ンスセンター）と同研究室の学生、花田さん、松本
さん（島根県出身）にも参加いただきました。
事業報告では、新たな取り組みとして、①若手会
の毎年開催、②鳥大農学部創立100周年記念事業と
島根県支部創立40周年記念事業に向けた積立の開始
が報告されました。
役員改選では、新会長に安部哲夫氏（Ｖ昭34年
卒）、新副会長には槙原 保氏（Ａ昭46年卒）、岩田
博美氏（Ｅ昭48年卒）が選任されました。
続いて、近藤講師から学部改組以降の取組など、
）
和歌山県支部（鳥和会）の総会並びに懇親会を、 母校の近況をご報告いただきました。
最後に、恒例となった会員報告では、安達 寛氏
令和元年７月６日にＪＲ和歌山駅前のかごの屋にて
（Ａ昭42年卒）から「わたしが出逢った鳥たち」と題
開催しました。
総メンバー数は135名ですが、今回お集まりいた してご講演をいただきました。安達氏はプロのカメ
だいたのは12名（当日欠席２名）で結局のところ10 ラマン顔負けの腕前で、個展を開催されるなど、活
名という非常に寂しい人数となってしまいました。 躍されています。
総会終了後の懇親会は、大学の地元で醸造された
執行部では次回開催の日程、場所等よく考えてた
くさんの会員様に参加いただけるよう工夫したいと 純米酒「強力」をいただきながら、仕事の話、学生
時代の思い出話、花田さん、松本さんへのアドバイ
思っています。
少ない参加者ではございましたが、大学よりフィ ス！？など、年代を越えた話で大いに盛り上がりま
ールドサイエンスセンターの近藤謙介先生そして現 した。２年振り、あるいは数年以上の時を隔てての
役学生で和歌山出身の寺田茉由さん、前田愛実さん 再会に話題は尽きず、夕刻４時から始まった総会も
に参加していただいたおかげで、大いに盛り上がり 中締めは19時半を過ぎ、その後もそれぞれの想いの
場所へと続きました。
ました。

和歌山県支部
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山口県支部
原田

直（Ａ昭61年卒）、末田

慎一（Ｎ平7年卒）

山口県支部では、総会・懇親会を会員22名の参加
で令和元年８月24日（土）12時より山口市小郡の山
口グランドホテルで開催しました。
総会では、河谷基次会長（Ｂ昭59年卒）より、あ
いさつ、出欠葉書に記入のあった会員の近況紹介の
後、同窓会本部より竹内崇教授（Ｖ昭61年卒）に大
学の近況報告とご挨拶をいただきました。
その後の懇親会は、田上愛仁前会長（Ｅ昭55年卒）
のご発声で乾杯となりました。会の途中では、若手
会員として、今回初めて参加の河本一慶（Ｂ平21年
卒）、２回目参加の田代久宗（Ｖ平27年卒）、吉本侑
里（Ｖ平28年卒）３名より自己ＰＲをしました。
後半では、岡村和彦先輩（Ａ昭24年卒）所有の鳥
取高農のＤＶＤを上映し、
「大海原の水うけて」を歌
いました。
「鳥取大学の歌」は学生の頃に歌って記憶
しておられる方と筆者のように歌えない者もおり、
同窓会事務局にお願いし、後日音源を送っていただ
きました。今更ながら勉強しようと考えています。
会の終わりには、春日文雄先輩（Ｆ昭25年卒）の
ご指名により、黒井大（Ｆ昭63年卒）の三三七拍子
で中締めとなりました。
山口県支部同窓会・懇親会は、鳥取の地で過ごし
た幅広い年代（ 90代から20代まで）が参集し、それ
ぞれの記憶と現在の状況、若き日の思いが重なり、
年代を超えて会員の話しが弾み、元気をいただく会
となりました。

香川県支部
髙橋

茂隆（V平６年卒）
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香川県支部では、２年に１度、支部総会を開催し
ています。開催年度にあたる平成30年度は、11月４
日（日）の午後３時から高松市内のルポール讃岐で
フィールドサイエンスセンターの近藤謙介先生をお
迎えして、会員15名の出席により開催しました。
先ず、総会では物故会員に黙祷を捧げた後、溝渕
貞男支部長（Ｖ昭46年卒）から開会の挨拶、近藤先
生から来賓祝辞と本学の近況報告をいただき、平成
28・29年度の事業報告と収支決算報告、平成30・31
年度の事業計画案と収支予算案を全て承認いただき
ました。
役員改選では、溝渕支部長以下の主だった役員は
残留となりましたが、世代交代を要望する意見もあっ
たため、30代の若手会員からも役員が選出されました。
今回、出席会員15名中14名が獣医学科の卒業生で
した。獣医学科以外の出席会員が少なく、今後の運
営が大いに懸念されました。
その一方で新たな試みとして、本学事務局にご配
慮いただき、生物資源環境学科の３年生に参加して
いただきました。在学中から同窓会活動に理解して
いただければ、卒業後に出席しやすくなるのではな
いかと思いますので、今後の活動に大いに期待して
います。
懇親会では、快活な近藤先生に盛り上げていただ
いた上、学生さんや若い獣医学科の同窓生に先輩方
と積極的に交流していただき、年配の先輩方に喜ん
でいただきました。また、その後は場所を変えてワ
インバーでの２次会に突入し、盛会に終えることが
できました。

福岡県支部
小野

裕（A昭55年卒）

支部団旗

福岡県支部総会は、福岡市と北九州市で交互に開
催しており、令和元年度の総会は北九州市で８月31
日（土）に開催しました。本部からは山口武視教授
にご参加を賜り、総勢24名での開催となりました。
総会は、いつものように麻生支部長（Ｅ昭44年卒）
のあいさつの後、会計報告・役員紹介など議事は滞
りなく進められ、山口教授からは組織改編後の紹介
と農学部100周年記念事業に向けた取り組みの紹介
がありました。
今年度の総会はトピックスが２つありました。１
つ目は、福岡県支部旗の作成です（写真参照）。松
江副支部長（ＭＡ昭53年修了）から団結の象徴とし
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ただけたと思います。積もる話とおいしいお酒。そ
して、法被を着て、みんなで歌う高農の校歌と啓成
寮寮歌、これがないとこの会は終われません。
余談ですが、他県との交流の中、福岡県の同窓会
にも参加させていただきました。こういう横のつな
がりもいいものです。もっともっと各地とも交流を
ふかめていきたいと思いました。また、福岡県では
新しく同窓会の旗を新調されとても感動したので、
熊本でもなにか新しいことを実施したいと考えてい
ます。乱文にてすみませんでした。

て支部旗を作成した旨の紹介をいただきました。２
つ目は熊本県支部から池田支部長（Ｆ昭55年卒）は
じめ４名の方の参加をいただいたことです。元年度
の熊本県支部総会に小野が参加する羽目になり、そ
の折「福岡県支部総会にも是非参加を！」と呼びか
けたことがきっかけでした。
懇親会では、山口先生も熊本県支部の方々に対し
ても「あれ？見たことある、顔知ってる！」などの
声が上がって大盛り上がりの宴会となり、その流れ
で二次会に突入となりました。
次年度は、福岡市で開催する予定ですので、みな
さんのご参加をお待ちしています。

沖縄県支部
庄野

熊本県支部
青山

雪菜（V平26年卒）

昌充（E昭61年卒）

鳥取大学農学部同窓会熊本県支部総会を令和元年
（ 2019年）６月29日（土）
、午後３時よりKKRホテル
熊本にて実施しました。昨年度は大雨による延期で
10月に開催したので、間がとても短く感じられた同
窓会です。今回は「昆虫同好会」によるつながりで、
他県からも参加いただき、21名集うことができまし
た。ただ昨年度までは、若手で女性の参加者も多か
ったのですが、今回は先生をのぞけば50代以上とい
う状況で、来年度は若手にもっと参加していただけ
るような呼びかけをしていきたいと考えています。
さて、総会には生命環境農学科・農芸化学コー
スの美藤友博先生を鳥取からお招きして、再来年
（2021年）に迎える100周年事業等についてお話しい
ただきました。美藤先生は参加者の中で圧倒的に最
年少だったので、さぞや緊張なさったことと思いま
す。それでも堂々と、笑顔も交えてお話しいただき
ました。話の中で大講堂建設の話もあるとのこと、
実現できればすばらしいことだと、心から願いまし
た。その際は熊本からも応援いたします。
会計報告、今後の予算計画等話を進め、総会は無
事終了。その後、すこしずつ立ち直っている熊本城
をバックにみんなで写真撮影、天気は悪かったので
すが、ちょうど雨が止んだため外で撮影できました。
そのあとはお楽しみの懇親会に入り、毎年恒例の
近況報告会を行いました。この報告会は全体の1/3
くらいの時間を割いたのではないでしょうか。感心
したり笑ったり、他県の方にも、楽しく過ごしてい
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平成30年度鳥取大学沖縄県支部総会が平成30年11
月24日（土）に那覇市「平家亭」において開催されま
した。
今回は名護からの参加もあり９名の会員の皆さん
の参加を頂きました。
松川支部長（ V昭49年卒）の開会の挨拶により始
まり、会則の改正及び役員改選について審議されま
した。
会則の改正は、副支部長を２名にすることとなり
ました。新役員は下記のとおり選出されました。
○支部長
松川 善昌（V昭49年卒 再）
○副支部長 多嘉良 功（V昭59年卒 新）
山城
篤（N平４年卒 新）
○事務局長 下地 秀作（V平６年卒 新）
○幹事
庄野 雪菜（V平26年卒 新）
仲村
望（V平29年卒 新）
引き続き又吉 宗慶氏（教育学部社会・昭和35年卒）
による乾杯の音頭により歓談・会員の近況報告と会
は進んでいきました。
今回は大学側から野波 和好先生（フィールドサ
イエンスセンター准教授・E昭60年卒）、農学部同
窓会事務局から山名 あいさん、在校生学部３年生
の伊良皆 桜さんに参加していただき、大学の近況
などをお話しいただきました。また、新会員として
中村 文香さん（V平30年卒）の参加もありました。
大先輩方と若手の絆を一段と深めつつ会はいった
ん中締めとし、２次会へと場所を移し那覇の夜は楽
しく過ぎて行きました。

農学部同窓会会報（41号）

農業工学科昭和43年入学

クラス会だより
農芸化学科昭和40年入学

広山

日時
場所

利之

農芸化学科昭和40年入学生は、２年次の大学移転
にかかる大仕事や４年次の学園闘争で卒業式が無い
状況の中で卒業しました。これらも今となれば懐か
しい思い出となっています。
卒業後の進路は、製薬会社、食品会社、化学会社、
公務員、自営業などで大学院に進む者もあり、全国
に散らばっていきました。
卒業後20年の月日が経ち平成元年夏、恩師で指導
教官であられた高田秀夫先生のご臨席のもと、15人
の出席で最初の同級会を開催しました。学生時代の
イメージがほとんど残っていないものもいました
が、お酒が入り歓談する中で20年の月日は霧散し、
気もちは吉方・湖山の頃に戻っていました。残念な
ことに、この時点で連絡の取れなくなった者が５～
６人ありました。
その18年後、多くのものが還暦を迎えた平成18年
２回目の会を鳥取市で開催しました。一段と大人に
なった面々ですが、会の開始後は、再び 学生時代
に戻って楽しく過ごすことができました。
この間には不本意ながら、他界した同級生も何人
かありました。そこで話し合って「元気な内は毎年
顔を合わせよう」と確認し、次の年から岩国、滋賀、
東京などや鳥取近郊の温泉地で毎年欠かさず同級会
を開催しています。毎回14～15人程度集まり、その
中には女性の同級生３人も必ず出席しています。
最新の令和元年の会は、山口の湯田温泉で11月に
開催しました。
これからも年１回の同級会を続けて行こうと思っ
ています。
（写真は一昨年 三朝温泉 斎木別館での写真です）
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松嶋

晃生

令和元年６月16～17日
鳥取市対翠閣

昭和43年農業工学科（農業土木・農業機械）に入
学した者のクラス会を行いました。大学紛争の荒波
に巻き込まれ、昭和47年３月に卒業できなかった者
も一緒に古希を祝いたいとの思いで、あえて43年入
学としました。恩師４名のご出席を得、卒業後激動
の高度成長期に十人十色の様々な人生を歩んできた
友と48年ぶりの旧交を温めました。最初、顔と名前
が一致しなかった者もいましたが、宴が進むと共
に、スムーズにマッチングしてきました。翌日は、
校舎の４階まで成長した樹木が茂る大学構内を兵頭
准教授に、乾燥地研究センターを北村名誉教授の案
内で散策しました。大学紛争華やかなりし頃の青春
時代が、走馬燈のように駆けめぐり、甘酸っぱい思
い出に浸りました。その後、砂丘博物館を見学し、
砂丘センターで昼食をとり、久しぶりに復活著しい
鳥取砂丘のにぎわいにふれました。次回２年後に関
西での再会を祈念し鳥取駅で散会しました。

農学科昭和37年入学

小島

修治

平成28年６月鳥大農学部農学科卒業50年の同窓会
を開催した。次回は３年後喜寿を祝う同窓会を開催
しようという意見があり、地元同窓生と相談の上、
令和元年６月28日喜寿記念同窓会を開催する案内ハ
ガキを出したところ、７割20名の参加があった。
卒業後の進路は教員、公務員、会社員、自営とま
ちまちであるが、ほとんどの人が離職し、現在は年
金暮らしが多い。開会に先立ち長寿の神様として知
たけのうちのすくねのみこと
られる武内宿禰命を御祭神とする鳥取市国府町の宇
倍神社に参拝した。代表者３名により玉串をささげ
ね ぎ
金田禰宜による御祈祷、金田宮司より長寿のお話し
を伺い御神酒をいただいた。
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た「因幡万葉歴史館」を始め「因幡国庁跡」、「万葉
歌碑」、「宇倍神社」、「池田家墓所」を国府ガイドク
ラブ員の巧みな説明で万葉の昔に思いをはせた。
昼食後、互いに元気で過ごし再会を誓って散会した。

その後、しいたけ会館対翠閣において、同窓会を
開催し世話人挨拶の後、元鳥取大学農学部教授 田
邉賢二氏（ A昭37年入学）より鳥大農学部の近況に
ついて説明をうけた。乾杯の後、各自の近況報告を
行った。喜寿ともなると健康に何の問題もない人は
少く、病院通い、薬を服用している人がかなりあっ
たが、各自家庭菜園、スポーツ、ウォーキング、旅
行、ボランティアとまだまだ頑張っている人も多
かった。カラオケで各自自慢の歌を披露し予定の３
時間余の同窓会は終了した。有志による二次会では
市内弥生町に出向き、鳥取の夜を久しぶりに満喫し
た。

林学科昭和36年入学

武田

兵庫県庁鳥取大学農学系出身者の集い
真野

隆司（A昭58年卒）

兵庫県庁の農政環境部では、農学職として採用さ
れた農学系出身者（主に農学、農芸化学、農業経営）
の同窓会を例年2月に実施しています。今年は平成
31年2月16日（土）に神戸の県庁近くの中華料理店「老
房（ラオファン）」にてOB会員を含め21名の参加で
開催いたしました。今回は平成最後の節目の年でも
あり、生命環境農学科生命環境農学講座教授の能美
誠先生（ B昭55年卒）をお迎えし、鳥取高農創立よ
り近々100周年を迎える大学の近況などをご報告い
ただきました。
先生によれば、現在の農学部は4つのコースに分
かれているそうで、筆者のいた研究室は今どのコー
スなのか、スマホで確認してやっと理解できる状況
です。しかし、最新の技術にとどまらず、地域に根
ざした鳥大らしい研究も行われていることに、改め
て伝統の力を感じるとともに、今の関係者の皆様に
深く敬意を表したいと思いました。
宴席では、神納浄さん（ A昭33年卒）から最年少
の小川知美さん（ Bc平25年卒）まで、各世代それぞ
れの当時の思い出話や近況報告など、にぎやかな会
となりました。筆者のように昭和に卒業した世代に
とっては、大学前にJRの駅が開業し、止まる特急
もあるなどと聞かされると隔世の感がありますが、
同時に今の姿も見てみたいという思いも強くなる、
そんな会でした。

勇

昭和36年農学部林学科に33名ほどが入学した。四
年後、勉学に熱心な数名を除き卒業した。その後、
何事もなく49年経過し、定年も迎えた。平成17年に
初めてのクラス会を開催。
近藤、田中、小笠原の先生方を迎え、20人の友が
集まり、旧交を温めた。さすがにこの時は顔を見て
も名前が出て来なかった。その後、平成26年に開催
し、３年後に集まって最後にする予定であったが、
29年の別れ際に今度は２年後に開催し本当の終わり
にすることになり今回の開催となった。
今回の参加者は、既に亡くなった者６名、所在不
明３名を除く者の半分だった。今回の参加者は過去
２回とも参加しておりメンバーも固定した。会を重
ねるごとに自身・家族の病気により参加者が減少
し、参加者自身も病気を持っている者が殆どであっ
た。会は亡くなった友・先生方に黙祷をささげ、全
員が近況報告を行った。
（報告書は全員から頂き、
全員に配布し共有した。）
話題の中心は、先生方の話、授業や演習林実習、
学生時代の私生活の暴露など多岐にわたり楽しく、
懐かしい時間を過ごした。
２日目は、新元号「令和」の出典で一躍人気が出
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寄

稿

農学部100周年記念事業
鳥取大学創立70周年記念事業

Atriplexを鳥取大学に寄贈して
内山

泰孝（A昭23年卒）

漱石流を拝借すると、「吾輩は乾燥地の耐塩性

農学部100周年記念事業は、東京オリンピックの
翌年となる2021年に実施される予定です。現在、農
学部のほうで、学部長を中心にその事業内容の検討

植物である。学名はAtriplex nummularia（以下、

が鋭意進められている状況です。具体的内容は未定

Atriplexとする）である。吾輩は、杉本勝男教授が

ですが、今後、農学部同窓会としても、農学部と連

鳥取大学に赴任される際、お土産に持って行きたい

携を図りながら100周年記念事業の実施と成功に向

ので是非頂きたいと内山泰孝に要請してくださった

けて、鋭意努力していく予定です。記念事業の実施

ため、筑波から連れて来られた。お陰で砂丘がある

にあたりましては、同窓生の皆様方にも物心両面で

地域でのびのびと楽しんでいる。」

ご支援をお願いすることが出てくると思いますが、

何故Atriplex研究なのか？とよく聞かれますが、

その節には、ご理解、ご協力のほど、どうぞよろし

1980年代には砂漠化防止が急務の課題であり、その

くお願い申し上げます。

一つが塩害防止の研究でした。

また、鳥取大学は今年で創立70周年を迎えまし

当時はAtriplex研究の黎明期であり、種子を海外

た。農学部卒業生である山口武視先生が副学長とし

から取り寄せ、オーストラリア各地のCSIRO（オー

て創立70周年記念事業を担当されています。具体的

ストラリア連邦科学産業研究機構）を訪問して、先

には、記念式典の開催、70周年記念誌刊行、周年酒

進的な研究情報を収集しました。また列車で大陸を

の製造・頒布、記念募金、等の事業が進行中です。

横断しながら、砂漠の植生調査を行いました。

今回、「鳥取大学創立70周年記念事業募金」の用紙

その結果、Atriplexの電子顕微鏡写真の分析によ

を同封させていただきましたが、鳥取大学創立70周

り、葉の裏面の嚢状網という微小組織が、耐塩性に

年記念事業募金の方にも、ご理解、ご協力を賜るこ

大きく関わっていることを明らかにしました。

とができれば有難い次第です。どうぞ、よろしくお

その後、オーストラリア国立大学のC.B. Osmond

願いいたします。

教授から「第15回国際植物科学会議（IBC、日本）の

（能美

シンポジウムで、Atriplexの電子顕微鏡写真を使用
したい」との依頼を受けました。

誠・B昭55年卒）

事 務 局 だ よ り

今後も鳥取大学の先生方や学生さん、および卒業

会員の皆様、いかがお過ごしでしょうか。
今年も甚大な被害をもたらす自然災害が多発しま
した。被災された方々には、心よりお見舞い申し上
げます。
鳥取では７月下旬、やっと梅雨明けしたと思いき
や猛暑が続き、９月に入っても30度以上の猛烈な暑
さ（時には最高気温が35度以上！）となりました。
気温の急激な変化で体調を崩されませんようお過
ごしいただければと思います。
事務局のお仕事をさせていただき２年目になりま
す。まずは１つ１つ丁寧に取り組んでいければと思っ
ております。どうぞ宜しくお願いいたします。
平成から「令和」の新時代へ。会員の皆様がこれ
からも多方面でご活躍されますことをお祈り申し上
げます。

同窓会事務局 山名 あい

生の皆様に、「吾輩を材料として、発展的な研究を
して頂きたい」と期待しております。

現住所、勤務先等変更があった場合にはご一報下さいますようお願いいたします。
E-mail : dousou@toridai-nougakudousou.com
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TEL : 0857－28－9262

